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アウグスティヌスの比喰的解釈について
SIMILITUDO (De Doctrina
Christiana， 11， 6， 7-8) をめぐってー

加

序

藤

武

説

初期のアウグスティヌスには直観主義がある。 しかし直観主義の峻しさ，
路無きに行きなやんだアウグスティヌスはやがて迂 回の路 をとる。 解釈と
(1)

(2)

愛の二重超越とし、う迂路である。 この解釈の場として 比喰が登場する。
後期において 比喰的解釈を離れ字義的解釈に戻った， と人は言う。 それ
(3)

では字義的とは何か。 比喰の限界を'悟って再び直観主義の道に回帰したの
であろうか。 迂路は文字通り迂遠の路であったのか。 否。 比喰の解釈とい
う迂路を踏えて， 道が聞 ける。
それではこのような迂路において成 立する解釈の場としての 比喰とは何
カ￥。
それをたずねるのが本論文の課題 である。 後期 における字義的解釈につ
いてはここではふれない。

1

比轍の役割

同ーの事態を， 比日食を借りて表現することも， 比日食を用いずに表現する
こともできる。 では 比喰的表現を用いることによって果して新しい事態が
生起するのであろうか。 生起するとすれば， いかなる差異が生ずるのであ
ろうか。
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アウグスティヌスは

De Doctri n aCh risti an a， I I， 6，7-8 においてこ

の間いを 立てている。
Den tes tui

quae

grex d e tonsarum ， asc endens de lavacro， quae

omnes gemi nos crean t ， e t non est sterilis i n eis?
き

あらひぽ

「なんぢの歯は毛を勢りたる牝羊の浴場より出でた
、 るが如し， おのおの
隻子をうみて一つも子なきものはな し」

雅歌 4 ， 2 (文語訳による〉

とL、う雅歌の一節を， 教会 に洗礼を受けて新しく加えられるキリスト教徒
の生活への指針を示すための 比喰(si mili tud o) と解L， このような 比喰的
表現を用いることによって， 言われている事柄( res)はすこしも変ってい
ないのに， なぜ耳に心地よく ひびくのか， と問う。 それは耳に心地よく ひ
びくのみではない。 アウグスティヌスは 比喰の効果を三つ挙げている。
(4 )

1)

1" 比喰によってどんなことも心地よく知られる」。

2)

1"なんらかの困難を伴って探求されると， 発見の魅力は一層増し加わ
る」。

3)

1"こうした不明瞭さと多義性とは， すべて労苦(解釈という) をばら
うことによって ， 倣慢を矯正し， 知 性を倦怠感から取り戻すようにと ，
(6)

神が配慮されたものだということを疑う余地はなし、」。
それでは 比喰の与える三つの効果， 心理的快， 発見の知的魅力， 倣穫の
倫理的矯正とは 比喰の任務のすべてを言い尽しているであろうか。
J ean Pépin は"S t. Augus ti n e t la fonc ti on p rotr匂 ti que de l'allégorie"
において， アウグスティヌスの著作全体に 見られる 比喰の役割を調査し七
(7)

つに分類した。

1) アレゴリーは真理を新鮮な気持で受取らせる。

2 ) アレゴリーは 初心者が安易に真理に接近することを拒絶する。
3) アレゴリーは万人が真理に接近するための道を拓く。
4) アレゴリーは真理に対する倦怠感を取り除く。
5) アレゴリーは真理に向う意欲をそそる。
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6) アレゴリーは真理の探求に向けて， 精神を鍛える。
7) アレゴリーは真理の発見を飾る 。
以上の分類には矛盾するように見えるものや重複するものも含まれてい
るが， アウグス ティヌスがさきに挙げた三つの効果がここに含まれること
は確かである。 さらにこのようなアレゴリーの 使用はキリスト教教父や世
俗神学の 長い伝統に連なるものである。このように見てくるなら ， DeDoc
trina Christiana， II， 6， 7-8 でのアウグス ティヌスの 回答には別段とり

たてて言うべきものをもたないように見える。 それは真理に向うための 精
神の予備的運動としてほerc ita tio an imi の役割を担うものであり， その
(8)

意味で伝統に定位 するものであった。
一体アウグス ティヌスの提起した聞いは， このような表面 的な解答によ
って済ませることができるのであろうか。 否である。 われわれはむしろア
ウグス ティヌスと共に問わねばならない。 アウグス ティヌスの テキストを
立て直すことを通して， 聞いに根本的な解答への道を備えたくねがう。

2

表わす比轍

比日食的な思惟がアウグス ティヌスにおいて登場するのはいつか。 さらに
いかにしてか。 まずこの間L、から始めよう。 人は修辞 学に養われかっその
分野で早くから頭角を現わしたからには， 比喰的思索はその甫めから現わ
れていた， と言うかも知れない。 しかし哲 学者としての思想に決定的な意
義を帯びるのは， 私の見るところ 388-9 年に属する。
しかしこの仮説についても人は反論するであろう。 アウグス ティヌスは
386年， ミラノにおいて司教アンプロシウスの説教を聴問L， その「比喰
的・霊的解釈」 にふれることによって目から鱗の落ちるように開眼したの
ではなかったか， と問うであろうし， その聞いは 当然 と言える。
「またアンプロシウスが， 民衆への説教の中でしばしば『文字は殺し ，
霊は生かす』ということばを利用し， 聖書解釈の基準として， たいへん
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すすめるのをうれしく聞きました。 彼は文字通りにとれぽよこしまなこ
とを教えているように見えることを， その神秘のおおいをとりさり霊的
な意味を開示してくれましたが， そのさい， 私の気にさわることは何一
つ言いませんでした。」
たしかにマニ教徒の世界像から離脱するに 当ってアンプロシウスの聖書
解釈の方法がアウグス ティヌスに大きな影 響を及ぼしたことを正しく評価
(11)

しなければならない。 けれどもその影 響は 「徐々にJ (paulat im)， 地下水
のように浸透していったことも同時に見遁しではならない。
カッシキアグムの著作群に表われる比喰的表現は次の二種類に大別でき
ょ う。 一つは詩的形象によるものであって， 他は数学的な， とりわけで幾
(12)

何学的図形によるものである。
í( アリピウスは言った。) IT'彼らはまた， ち ょうど鏡に映されたようにあ
のプロ テウスという姿に映された彼らの像に注意せよというのです。 と
いうのは， プロ テウスば捕えようとしても捕えられず， 何かある神霊が
教えなければ， プロ テウスを探す人の目には決して同ーの姿のままでは
(13)

映じないと思われているからです。……」
アウグス ティヌスはこの発言についてこう言っている。
「……というのは， あのプロ テウス(きみがあのプロ テウスに言及した
とは， 何という精神の高さ， また哲学の最もすぐれたものへの何という
注意力であろう! ) きみはそのプロ テウスを真理の象徴として導入した
からである。 これをみれば， きみたち若い人々は， 哲 学は必ずしも詩人
を完全には軽視してはいないということがわかるはずだがね。 プロ テウ
スは詩においては一貫して真理の役割を演じているのだ， とわたしは言
おう。 つまり虚偽の姿像で欺かれ， プロ テウスを捕える結び目をゆるめ
たり ほどいたりすると， だれもその役割を見抜くことができないという
(14)

わけだ0 ・・・…J Contra Academicos， III， 5， 11; III， 6， 13.
プロ テウスを imago Ver itat isとして用いたとき， この比喰的表現を 当
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時愛読してやまなかったヴェルギリウスのG e org i ca IV， 387から借りて
(15)

来ている。

謎めいた比日最もある。 光り輝く岩山が至福 の地をよそ おって人をたぶら
かす。
「 … …というのはその岩山は 光り輝き， 人を欺くようなあの 光に包まれ
て， 到着はしていてもまだ入港していない碇泊地であるかのような外観
を呈して， 至福 な土地そのものに対する彼らの願望を満たすことを約束
するばかりでなく， さらに多くの場合， その港からさえも人々を自分の
(16)

ほうに誘い寄せ… …J De B eafa V i ta， 3.
(17)

この箇所の背後にもA eneis， V I， 6 04 - 641が控えている。 それにしても
この輝く島とは何を指すのか。 マニ教， 新アカデミア派， 新プラトン派と
いった教説のいずれかを指すのか。 む しろ真理に近付きつつあるときのお
のれの影におののいているのではないか。 今はしかし断定できない。
幾何学的図形が比喰の今一つの 系列に属する。
「まことに， このように自分自身に立ち帰った魂こそが宇宙の美が何で
あるかを理解するのです。 この宇宙という 名は明らかにーという語から
由来しています。 こうし、うわけですから多くのものに向って進み， 強欲
なために貧しさに追随している魂には， この美を 見ることは許されませ
ん。 …たとえば円において一ーたとえそれがどんなに大きい円であって
も一ーすべての線がそこへ集まる中心はただ一つで、あって， 幾何学者た
ちはそれを「中心点」 と呼んでい
、 ます。 ……これに対して， もしあなた
が， この中心からどんな部分へで、も進み行こうとされるならば ……かえ
(18)

って全体が 見失われるのですJo De O rd ine 1， 2， 3.
(19)

こうし、う比喰をプロ ティノスの E nnead es， IV， 9， 8から借りている。
詩から借りるにせよ， 幾何学に供給を仰ぐにせよ， こうした比喰的表現
は， 自 己と世界を映し出すための鏡像の役割を果している。 このような比
喰を 「表わす比喰J(表現的比喰〕と名付け， 386-7年のカッシキアクム 期
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にあてはめ， 388-9 年以降中期 に及ぶ「指し示す 比喰J(象徴的 比喰〉と区
別することにしよう。 私はこの鮮かな区別を「表現においては特に 同一性
の契機を， 象徴においては特に他者性の契機を強調」する， とした波多野
精ーに学び， 負うている。

3

比日散を超えるもの

ミラノにおいてアウグス ティヌスは自己を越える 光を見， 光に照らされ
て「不変 なもの」を見た。 オス ティアにおいては「御許にある生命の泉」
と呼ばれ， 光と呼ばれない。

Iそこにおいて生命は知恵であり」 とも言わ
(21)

れもする。 一体「 光」 や「泉」 は 比喰であろうか。 かつて『中世思想研究
2 11( 1 959年〉 において私はミラノのヴィジョンを論じ ，
「 比量知的概念による表現を超越する内容をあえて語ろうとするとき，
ひとは 比喰的表現に托しはせぬであろうか」。
(22)

と述べた。 しかし今， Retractati one sを記した古人にならって再び問L、直
さねばならない。
「それ(不変の 光〉は誰の肉眼によっても 見られるあの普通の 光ではな
く， それと同類だがそれより大きく， 遥かに明るく輝き， その明るさで
すべてのものを満たすような 光でもありませんでした。 その 光はそのよ
(23)

うなものではなく別のもの， それらの 光とは全く別のものでした。……」
Conf. V II， 10， 1 6.
光はここで 比喰ではない。 隠日食として非 物質的事実に適用せられた 物質
的イマージュではない。
「そして神ご自身がただ ひとり， それを通じてではなくご自身が語り，
そのことばを私たちが，肉の舌を通じてでも ， 天 使の声をとおしてでも，
雲の ひびきをとおしてでも， 謎めいたたとえをとおしてでもなく， これ
らにおいて愛したてまつる神ご自身をこれらによらずに聞くとき…
(24)

…ただ一つの直観 に見る者の心がうばわれ……J Con f. IX， 10， 2 5.
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それは 比量知的知を超えるが， 比日食的知をも超える。
アウグス ティヌスは オス ティ アにおいて， 新プラトン主義の高峰をもは
るかに超絶する境位 にまで辿りついた。
「そこに霊の初穂を結わえのこしてJ Conf. IX， 10， 2 5.
けれどもここで転 回が始まる。 倣慢を離れ， あわれみを時間の中で悟る
ために，

Verb u m に 辿り 着くために v erba の解釈への迂路が 堅 めら れるo

v erba は 比喰という場における解釈によって読みとかれて v erba の背後に
ひかえる Verb u m へと赴かねばならないのである。

4

指し示す比喰ヘ

それでは「指し示す」 比喰的思惟は何時， し、かにしてアウグス ティヌス
の心に生 まれたので、あろうか。 378-387 年がその時期である。
それには二つの動機が 考えられる。 一つには言語哲学的関心と， 今一つ
には聖書学， むしろ言語神学的な 関心からことば， 一層普遍的に signum
へ の反省 が深められたことに由来する。 この二つの領域の境界線で「指し
示す」 比喰への解釈学的反 省、が生れる。 De Mag is tro， 3 6で 言 う 。
「ことばのもつ力とは ，たとえ私が多くの事をことばに帰するとしても，
事 物を探求するように， 我々にすすめることにすぎないのであって， こ
(26)

れらのものを知るように示してくれるわけではなし、」。
ことばは res の城門 へとわれわれを促すとしても res の城門を 聞 きは
しなし、。 それは Veritasみ ずからが聞 き， 教える。 アウグス ティヌスにと
っては resに関心が寄せられたので， その点で息子のアデ オダトゥスとの
聞に 徴妙 な ズレ が 見られる。
「それでは表示される事 物は記号よりも高く評価されるべきであること
(27)

をお前はそろそろ理解してくれてもよいと思う」。
当然、同意が 得られると思いきや， 案に相 違して 汚 物も resの一つなのだ
からという例をとりあげて父をやりこめてしまう。 このことはアデ オダト
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ゥスにとって r esとは 物体を意味したのに対し， アウグス ティヌスにおい
てむしろ非体的な i nt elligibilia を指しておったこと， ストア的言語哲学
と新プラトン的言語哲学の相違に帰着する点で興味深い。
387 年に書かれたとされ最近アウグス ティヌスの真正の著作の一つに数
えることが多くなった De Di alecti c αはアウグス ティヌスの言語哲学を覗
わせる貴重な小品と言える。 かれはここで v erbum ， dicibil e ， dicti o r， es の
四分法に従っている。それはストア派の言語体系ημαルω;σ卯的ν旬ενoν;
τurχ&)10νにあたる。 即ち v erb um とは v ox 音声であり， われわれが発
語に先立って v erb um を心に浮べるとき， それは dicibi lia であるが， そ
れが発語されると dictones となる。 指示対象が r es である。
用語としてはストア派から借りている。 しかしここでも相異に留意すべ
きである。 ストア派に お い て

v erb um は int er pr et es men ti s と呼ばれ

v erb um 付ω時)はIf!w<;; )lOÛを意味し意味論的力をもっているが， アウグ
ス ティヌスは意味論的力を賦与していない。
De Mag i stroと De Di alecticaとに共通することは 記号論と 意味論
の二つの場が含まれていることである。 比喰はこの二つの場の前提に現前
(29)

するので， これらの 考察は基本となる。
388年の De Gene si contra Mani ch ae os， II においては聖書学をふま
えて一層 比喰の領域に接近するが， それは言語哲学というよりも言語神学
的 考察となっている。
「罪を犯す前には……(神は〉 大地を内なる泉によって潤していた。 そ
してその 叡智 i nt ellect us でもって語られた。 だから 雲から雨を把える
(30)

ように， 外的なる言葉を受け取っていたわけではなかったん
しかし罪を犯した後，
「大地の乾燥のために， 我らの主は， 肉という 雲を身にまとい， 聖なる
福音とし、う雨をしとどに注がれたか
ここでアレゴ リアが登場する。

泊。
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「アレゴリアの晦渋ささえがそれに加わるとき， 需のように立ちこめて
雲のようになる。 それが解釈することによってしぼり出されるとき， い
(32)

わばよく理解する者たちのために， 真理の雨のように注がれる」。

原罪以前， 人は直観によって直接に Verb um を受けとり理解すること
ができた。 キリストの受肉によって 我々は Verb um を理解する手掛りと
して福 音とし、 う 人間の分節的言語による テキストを与えられた。 それはア
レゴリアの 謎を秘めているから， 解釈することによって真理の雨を絞り出
e pri mer e . 比日食はそれ故解釈の
さねばならない， と言われる。 tr actando x
特権的な場となる。

5

指し示す比轍

「ところで、書かれたものが理解できないのは次の二つの理由によってで
ある。 意味の不明な記号によるか， どちらにもとれる記号によって意味
が 隠されていることによってであるん
意味不明の記号 i gnota signa によってか，両義的な記号 signa ambi gua
によって分らないところが生ずる。
「ところで記号は本来的であるか， 転 義的であるかのいずれかであるん
まず本来的な記号 si gn um pr opri um とは，
「ある記号が定められている通りの事柄を示すために用いられるとき，
その記号は本来的と呼ばれる」。
ところが転義的記号 si gnum translat um とは，
「文字通りの語によって表わしているあるものを， それ以外のものを示
(36)

すために用いるとき， それは転義的である」。
例えば「脱殻している牛のくつご をかけてはならなし、」 と申命記 2 5. 2で
言われているとき， この場合 の牛は福 音史家を指すのであるから転義的に
用いられたことになる。
De Doctrin αCh rist ian α， III， 5， 9 は以上 の用意をふまえた上で、次の
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ように言う。
「けれどもこれから語る積りの， 転 義された語に由来するあ い ま い さ
は， 主主々でない注意深さと練達をもって扱わねばならない。 というのは ，
ratam loc utionem) を
なによりもまっさきに， 比愉的な言い廻し (fig u
文字通りに受けとらないように心すべきだからである。 まさにこの故に
こそ 使徒は『儀 文は殺す。 されど霊は活す』と言っているのである。 た
しかに 比喰的五g urat e に述べられたことを あたかも 文字通りに言われ
たかのように解するとしたら， 肉的に味わっていること(理解している
こと)になる」。
ここには象徴の神学が語られている。 それはさきの言語哲学と言語神学を
前提としてであるが， 一層深められている。 比鳴 のとり違えは， 単なる対
象理解の知的作 業でなく， 主体の 実存の在り方に深くかかわる， 肉的な倒
錯を示すとまで言われている。
「結 局， しるしをことがらととりちがえるということは， 霊魂のみじめ
な隷属の姿を示すものだ。 とこしえの 光を呑むことができるために， 精
(38)

神の目をつくられた形体界よりも上 にあげることができなし、」。

ここで 比町議は単に自己の鏡像ではない。 自己の目を， 形体界よりも高く
あげて， 光を呑むことに向う。 それは res をさし示す。 指し示す 比喰とし
て象徴性をもっている。 re ferre ad.
とこしえの 光を呑むために ad ha uri end um aet ern um l umin um とし、
う表現は， ミラノの 光を 見ると， オス ティアの生命の泉を呑むを重ねてい
る。 比喰の場の解釈は， 直観の場に進み出るための， 超脱の第一次段階に
すぎない。 恰も飛行機が大空に舞い上 るために， 長い滑走路を滑走しなけ
ればならないのに似ているように思われる。
さきにここには象徴の神学が語られている， と言った。 それだけでなく
象徴の救済史も語られている。
「このように奴隷状態と言っても， ユダヤ民族においては， 他の民族の
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習慣とはるかに隔っていた。 ……そして霊に属する事柄のしるしを， 霊
的な事柄の代りに， それが本来何を指示しているのかも知らずに墨守し
ていたのであ
、 るけれども， このような奴隷状態によって， 彼らが見たこ
とのない万有の唯一の神によろこばれているものと思いこんでいた」。
異教徒とはちがって， res に辿りっきはしないとしてもユダヤ人たちは
有益なしるしを用いてきたのであ
、 り， 家庭教師の下 にある子供のようにみ
なすことができるとして， 一概に拒けていないのである。

6

比喰の形而上学

「たしかに文字に捉われる人は， 転 義されたことばを文字通りのものと
思いこみ， 本来のことばで指し示していることを， 他の意味(指示対象
aliam significati onem) と関係づけない。 そしてたとえば安息日と言う
ことばを聞くと， たえず循環してくりかえされてやってくる七日の中の
一日のこととしか理解しないし， ぎせいということばを聞いても， ぎせ
いの家畜や地の産 物についてふつう行なわれること以上 に， 超えて考え
(40)

ることヵ:なし、」。
non ex c edit cogi tatione 思索によって日常的地平を 超えない， と言わ
れる。 逆に言うと， 比喰を解くとは， 日常的世界のスイッチをきることと
して epoc h 邑の意味をもっ現象 学的還元である， とも言える 。
それはさらに時間的世界から無時間的世界への形而上 学的超脱を意味す
る。
Eρ. 55， 2 1 はアウグス ティヌスの 比l稔の形而上 学観を窺わせる書簡であ
るので 長文であるがここに訳し紹介しよう。 この書簡はヤヌアリウスに宛
てられ， 400 年に書 カ通れ た。 400年といえば まさに Conf e ssi ones が書かれ，
De Doctri n αCh ri sti an αが 397年にその一部 ，主要な部分が完成 している。
「 比喰の形で 五gurat e 暗示されるこうしたすべては， ところで， 愛の
火を保ち， なんらかの仕方で焔をかきたてるためのものに他ならないの
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です。 愛のいわば重みでもってわれわれは上 方へ或いは内面 へもたらさ
れ休息へと向うのです。 このような 比喰によって 暗示されたものは， い
かなる秘義の 比機的表現をももちいずに

si ne

ullis sacramentorum

si milit udi nib us裸のまま呈示される場合よりも一層心を動かし ， 愛を燃
やさせます。 こうしたことがなぜ生 じるのか， それを説明するのはむず
かしいのです。 けれども， きわめて明瞭に本来的なことばで v erbispro
p riis のべられるよりも ， あることが， 隠喰的な意味表示によって p er
all egoricam significationem 暗示された場合， より感動を ひき起し， よ
り魅惑的であり ， より高貴な印象を与えるということも争えない事実で
あります。 魂の運動というものは， まだ地上の事 物にからまれている 聞
はなかなか燃えつきがおそいのだと思います。 でもまず 物体的な 比喰へ
とad si milit udines corporal es 魂が運ばれてから， 次に， その 物体的な
比喰が描いていた霊的な世界へと ad spi ri talia 連れ戻されるならば，
いわば移植された場合のように生気をとりもどし ， あたかも恒火をふり
まわしたようにめらめらと燃え上 り， 愛を激しく燃やして， 奪うように
して連れ去られ， やがて憩いに達するのです」。
これ ほど 比喰の形市上 学を簡潔に描き上 げている文はすくないであろう。
(42)

「メタフォリクはメタフィジグの内側にしか存在しなし、」。

というハイデガーのアダージュをここでわれわれも想起してよいのかも知
れない。 まさに 物体的な 比喰に導びかれ， 不可視の場 所 へと魂が移行する
transit us とするならぽ。 人はここにおいて西欧形而上 学の伝統の声を聴
き取るであろう。 たしかにアウグスティヌス形市上 学における新プラトン
主義の優 位 を確認するであろう。 Cornelius Petrus M eyer は Die Z ei chen
i n d er geis tig en E ntw i ck lung u nd in d er T heologie Augus tins， 11.
T eil: Die antimani chä is che Eρ oche， 1 974 においてアウグス ティヌス
の記号論における新プラトン主 義的存在 論の図式 mutabile-i n mutabileの
(43)

優 位 を指摘した。 それは正当な指摘であった。 しかし次に間わねばならな
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い のはアウグス ティヌスの 比鳴 の形而上 学は， 新プラトン主義に帰着する
のであろうか， という 問題 である。

7

regulaの階層

De DoctrinaChristian aにおいてアウグス ティヌスは解釈学の課題 に
取組み ， 解釈学の方法を述べた。 そこでさ ま ざ まな位相と 局面 で解釈学の
規則 にふれている。 re gula の諸 相 を 階層的に位置づけた上で， その根本
的な意義を 問 うことにしよう。 まずそれは 技術的釈義学の場 所 であり， 下
位 に位置する。 その上 により 普遍的な 解釈学の規則 として re gula fì dei，
re gula di le cti onis ， re gula veritatis が定位 する 円錐体を思し、浮べること
ができょう。
D e DoctrinaChristian aにおいて re gulaはすくなくも 37回， re gularis
は l度 ， re gulariter は 2 度使われている 。下 位 の re gula は 31回， とくに テ
ュコニウスの Re gu l a e の七 箇条 はかれの興味をつないだが ， \，、ささか 煩現
で ， へきえきしている 趣きもある。re gula fì dei は 4 回 ， re gula( dile cti onis
. cari tatis)は 2 回， re gula veritatis は 1回登場する。
P. C. Me yer はアウグス ティヌスが re gula dile cti onis と 名付ける解
釈の 原理は re gula veritatis と 実 際に は 同じものと考えた ， と 見ている。
さらにIre gula veritatis と re gula dilecti onis は re gula fi dei に女すして
maß gebe nd であるが
， 解釈学の道具(下位 の規則 〉をあてはめる 際には，
(44)

後者は nor mati v である」としている。 この後半については 賛成 である。
つねに規則の適用に当 って ， 聖書のカノーン， 信条， 教会 の多数 意見を 省
みることによって健全な意見を 求めていったことを 想起すれば当 然 である。
しかし ， re gula dile cti onis と re gula veritatis は 実 際上 同一視されるで
あろうか。
re gula veritatisと は何か。 De DoctrinaChristian a， I， 8， 8による
と，
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「かのもの(変化を蒙ることなきえい知)が〔この可変的な生命〕より卓
越したものであると告げるさいの 根拠となる r egula v eritatis(真理の
尺度〉 そのものが変 ることなきものであることを， 人々は見， しかもこ
の真理の尺度は， 己れの本性よりも 上位 の 境位 以外のどこにもないこと
を 見るのである。 しかも人々は自分たちは移ろうものであることを見て
知るのであるけれども」。
r egula v eritatis とは価値 判断の根拠に 他ならない。 このような判断
の根拠がアプリ オリに具わっている。 それは確実な明証をもっている。
r egula d il ectionis とは何か。
「この愛のおきて r egulad i lecti onis( マタイ伝， 2 2， 3 7 - 39 の神と 隣
(46)

人への愛のいましめ〕は神によって定められたJo De Doctrina Christianα， 1， 22， 21.
さらにDe Doctrina Christiana， III， 25， 2 3 によれば，

「このように ， 邪欲 cup id itas の専制 的支配が間れた暁には， 神を神の
ために， 自己と 隣人を神のために愛せよと のおきて legib us d ilectio
nib us によって聖なる愛 caritasが義しさのきわみをもって君臨するに
いたる。 だから ， 比日食的表現に対しては次のような規則 を守るべきであ
る。 人が読むものを永い間入念な 考察によって吟味したあげくに， 解釈
(47)

(i nt erpr etati o)が聖なる愛の支配にいたるべきである」。
アウグスティヌスの聖書解釈はこの一点にかかり， この一点をめぐり， こ
の一点に帰るとい っても過言でない。 聖書のどこを叩し、てもこの黄金律が
響いているし ， もしそれがきこえてこ ないとしたら， 聖書がまだ読めてい
ない ， というのがその基本 原則 である。 しかし人は言うでもあろう。 始め
から黄金律が判っているならわ ざ わ ざ ， 解釈の迂路をとるに及ばない。 そ
こに解釈の循環がないか， と。 しかし解釈はアウグスティヌスにおいて単
に客観的に事実を分析・析出する知的作 業ではなかったので、ある。 すでに
筆者はWDe Doctrina Christiana， (11， vii， 9 -12)における迂路について』
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r知識は悲しむ人に相応しい」 と De

Sermone Domini in Monte， 1， 4， 11 で言われる sc ient ia を構造主義の

レベルで、推測しではならない。
それでは regula v er itat isと regula d ilect ion is とはどのような位相差
をもつのであろうか。
*

Legunt ， el igunt et d il igunt ; Conf XIII， 15， 1 8.
彼ら(天使〉は読み， えらび， 愛する。 山田晶は「彼らは読むと同時に
えらび， 愛します」 と意味深い解釈をこめて訳している。(下線 筆者〉
"， qu i non opus hab ent susp i叩re五rmament um hoc et legendo
cognosc ere uerb u m t uum. Conf XIII， 15. 1 8.
彼ら(天使) はこの天空を仰ぎ見たり， 読むことによってあなたのみこ
とばを知る必要がない， と言われるときのこの天空 (firmament um hoc )
とは聖書のことである。
「この民は， 天空をながめ読むことによってみことばを知る必要があり
ません」。
Vident enim fac iem t uam semp er et ib i legunt sine syllab is t e m 
p orum， quid v el it aet erna v oluntas t ua . Conf XIII， 15， 1 8.
「し、つも御顔をながめ， 永遠の意志が伺を欲していられるかを， 時間的
音節を要せずにそこに読むのです」。
天使にとっては， 読むといっても ， 時間的
音節を必要としない。 sine syl 
lab is t e mporum.

r読むと同時に」 とパラフレーズされた根拠がここに

ある。
それでは「えらぶJ( el igunt) とは何か。 選択し 判断することである。
可変的なものよりも， 不易のものを， よりよきものとしてえらぶこと， そ
れは価値 判断に他ならない。 それでは人聞の場合判断はし、かにしてなされ
るか。 テキストを読む行為にあたって多くの解釈が可能な場合 ， 人はどう
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するであろうか。
Sine me ita que breuius in e is confit er i t ib i et eligere unum aliquid
q uod tu insp iraueris uer um， c ert um et bonum. Conf XII， 32 ， 43.
「それゆえ， これらのことがらについて ， 短くあなたに告白することを
許したまえ。 そしてあなたが霊感をもって真であり確実であり善である
と教えたもうた一つの解釈をえらぶこと許したまえ」。
el igere unum al iqu id とは何 か。
テキストを読むとは情報の海に溺れることではない。 真であり ， 確実であ
り ， 善いものをえらびとる， ある一つのものを選択判断する行為のことで
ある。 このある一つのものを選び判定することが解釈である。
「真理は解釈からに他ならず ， 解 釈は真理による」。
(49)

とLuig i Pareyson が言うように， 解釈は真理と相関 する。 真をえらびと
るために， 判断の根拠に遡らなければならない。 regula v er itat is に照射
されて始めて ， 正しい判断が可能になる。
「じっさい ， 天 上 のそれであ
、 れ ， 物体の美しさを評価するのは何による
のであろうか， 可変的なものについて，

�これはこうあるべきだ ， それは

そうあるべきでなし、』と正しい言明や判断ができるのは， 自分のうちに何
がそなわっているからであろうか ， このような判断をくだす場合 ， 何にも
と づいてするのかとたずねてみて， 可変 的な自分の精神の 上 に ， 不変で真
(50)

実で永遠の真理を見いだしたので、すJo Conf V II， 17， 23.
比日食の時間的な外衣に包まれた超時間的な内容をとり出す解釈という作
業の根底には ， いつも mutab il e -in mu tab ile の新プラトン主義形而上学が
(51)

横たわる。 regula v eritat is がこのさい解釈の源泉をなしている。
d il igunt . 天使は何を愛するのであろうか。
El igendo e n im e t d il igendo l egunt ipsam inco mmutab il itat e m consil ii
tui . Conf. XIII， 15， 1 8.
おぽ

め

「彼らはあなたの不変の 思し召しを， えらび愛しながら読むのです」。
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それでは不変 の思し召しとは何か。 それは， 神ご自身である， と言われ
る。
quia tu ip se i lis
1 hoc es e t es i n ae ter num， … Conf. XIII， 15 ， 1 8.
「彼ら(天使〉 にとっては， あなたご自身がその本であり， しかも永遠
にましますから」
それでは人はどうするのか。
「ところで私は， われわれがみな聖書のことばのうちに真理を見， それ
を語っていることをみとめますが， それにしてもお互に愛しあおうでは
ないか。 また， われらの神なるあなたを， ひとしく愛そうではないか」。
sed omnes ， quos i n eis uerbis uera cernere ac dicere fa teor ， dili.
gamus nos i nuic e m pari ter que diligamus te ， deum nostr um ，

• • •

Con f. XII， 30 ， 41.
真なるものどもをみとめ ， 語り ，互に愛し， 汝なる神を愛そうではないか。
天使との重大な差異は， 互に愛し合おうといわれている点にある。 隣人と
いう目に見える他者を愛 す る こ と に よって 神という目 に見えぬ方を愛す
る。 ここにおいて新プラトン主義を超えている。 聖書解釈の上位 の規則 は
だから r egula dilec tionis である。
「彼(モーセ〉がL、ちばん心にかけていたのは ， これらのことの中で真理の
光に照らし救霊の効果という点からみてもっともたいせつなもの(愛〉に
(52)

ほかならなかったということを信じようではないかJoCon f. XII， 30 ， 41.
r egula dilec ti onis は聖書解釈の冠畳である。 それでは上位 の規則 の中
で r egu la dilec ti onis は r egula v eri ta tis よりも高い位置を占めるの
か。 そうではなし、。 r egu la dilec ti onis と r eg u la v eri ta tis は実際上 同じ
ものであろうか。 それでは位相の差異が無視される。 位相を異にしつつ，
相 補性を維持しつつ， 規則 の 階層の冠量をこの二つの r egula が占めてい
る。
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結

論

聖書が裸のことばでなく 比愉のことばによって語られるとき， それは精
神を時間的世界から解き放つようにと鍛える。 比愉とし、う解釈の場， それ
(53)(54)

は ex erci ta it o ani mi の場である。
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caperetur， investigatoresque ejus nunquam eumdem tenuisse，
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Contra Acad. III， 6， 13. Nam et Proteus ille quanta abs te mentis altitu
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De Beata Vita， 3. Nam ita fulget， ita mentiente illa luce vestitur， ut non
solum pervenientibus nondumque ingressis incolendum se offerat， et eorum

voluntatibus pro ipsa beata terra satisfacturum polliceatur; sed plerumque
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mediocrem

curam industriamque
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spiritus autem uiuificat. cum autem fìgurate dictum sic accip山lr， tamquam
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(38)

De Doctr. Christ. III， 5， 9. Ea demum回t miserabilis animae seruitus， signa
pro rebus accipere; et

supra creaturam corpoream，

oculum mentis

ad
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(39)
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ponerentur. Cuius rei causam difficile est dicere. Sed tamen ita se habet， ut
aliquid per allegoricam significationem intimatum plus moveat， plus delectet，
plus honoretur，

quam si verbis propriis diceretur aperti回ime. Credo quod
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rapitur ad quietem. C. P.
Meyer， Die Zeichen in der geistigen Entwicklung und
in der Theologie Aug町tins， II Teil: DieManichäische Epoche， Würzburg，
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この書簡 につい てMeyerによ って 教 えられた 。Meyer の

signum をめぐ る詳細な 研究によ って， メタファーについ て， 教 示さ れた 。
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ポール・ リクーノレ著， 久米博訳， r生き た隠喰j， 1984. 352頁。
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(44) Meyer， Zeichen， II， S. 302; S. 124， S. 294.
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utilitatis excellit.

(53)

、
べ たものとい
いう exercitatio a nimiは 序説 で単に予備的運動として 述
こ こで

かに し
て 区別さ れるで あろ うか。 理論的には と もかく ，

実際上は 区別さ れな

い 。 畳 の上 の水錬 が水中において有効と な るよ うに。 De Doctr. Christ. II， 7，
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(54)

1"霊的知解は単に章句を比愉的に解す る ことを指す の では な く J ， 1"字義通り に

解さ るべき章句 が， 比愉として解釈さ るべき J (岡部由紀子， I"signumと知解」
前掲70頁〕 であるという こと も弁えるべき こと である。

